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【ニコニコボックス】

◎本日（09 /15)のプログラム

卓話
演題

豊見山 和美 氏
「珊瑚の危機が教えてくれた生命の意味」
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守 会長

田名 毅会員・西村 眞一会員・喜納 兼功会員・
蓑島 尚美会員・池間 守会員・根橋 理香会員・
與那城 圭会員・知念 公男会員・玉城 哲会員・
渡慶次 薫会員・古川 浩司会員・轟 一盛会員・
駒木根 澄子会員・大城 強会員
本日は、元琉球放送アナウンサーの箕田和男様を卓
話にお招きしています。お話を楽しみにしています。
どうぞよろしくお願い致します。

『奉仕の理想』
ソングリーダー

下田 美智代 会員

ビジター紹介

喜納 兼功 会員

ニコニコＢＯＸ

大城 強 会員

【出席報告】

（会員数３8名）

出席者数

ビジター

22名

1名

ゲスト

合計

0名

23名

当日出席者率

68.75%

訂正出席率（ 8/25 ）

84.37%

出席規定での免除会員数 8名（７月現在）
メイクアップ適応期間は通年です
※９/１の卓話者、元琉球放送アナウンサーの箕田和男様。

【ビジター】
豊村 良春 様

演題は「ミノカズのアナウンサー人生」。琉球放送に入社

（那覇西ロータリークラブ）

したいきさつなどとても楽しく聴かせていただきました。

クラブの行事・予定

【ゲスト】
箕田 和男 様

（ゲストスピーカー）

〈9月の予定〉

【メイクアップ】

22日（木） 休会 （定款7-1-ｄ適用）

轟 一盛会員・田名 毅会員・渡慶次 薫会員・

２５日（日） クリーン奉仕活動（西原町きらきらビーチ）

根橋 理香会員 （9/9 RI会長代理晩餐会出席）

29日（木） 通常例会

池間 守会長・轟 一盛幹事・下田 美智代会員・

卓話者 堀基子氏

〈10月の予定〉

迫 幸治会員・玉城 哲会員・喜納 兼功会員・

０６日（木） 理事会／通常例会 卓話者未定

有松 秀行会員・渡慶次 薫会員・根橋 理香会員・

13日（木） 夜間例会 （観月会） 18：30～

田名 毅会員・駒木根 澄子会員・古川 浩司会員

場所： ホテルコレクティブプールサイド（予定）

（9/10 地区大会出席）

20日（木） 休会 （ポリオデーに振替）

根路銘 敦会員 ・下田 美智代会員・根橋 理香会員・

２3日（日） ポリオデー （国際通り街頭募金）

駒木根 澄子会員・前森 章子会員・大城 強会員・

27日（日） 通常例会 卓話者未定

有松 秀行会員

〈1１月の予定〉

（9/5 クラブ研修会参加）
事務局／〒900-0014
電話 098-861-3021

03日（木） 休会 （祝日 文化の日）

沖縄県那覇市松尾2-6-24 ルクソール松尾203号
FAX 098-869-0403

URL／http://nahaeast-rc.com/

e-mail／nahahigashi-rc@nahaeast.org

例会場／ホテルコレクティブ 2階 宴会場

電話 098-860-8366

会 長／池間 守
幹 事／轟 一盛
副会長／下田 美智代

四つのテスト（言行はこれに照らしてから）
1.真実かどうか
☺☺☺☺☺

ニ コ ニ コＢＯＸ
前 年 度目 標 額

2.みんなに公平か
日計
14,000
600,000

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのためになるかどうか

累計
144,000
達成率 24.00％

環境保全クリーン奉仕活動のお知らせ
日時

９月２５日（日） 10：00～13：00

場所 西原町きらきらビーチ内他周辺施設
２５８０地区では９月２５日を環境保全クリーン活動日
とし、各クラブが活動を行うこととなりました。那覇東
ロータリークラブでは、沖縄の美しい海を守るため、
西原町きらきらビーチにてクリーン活動を実施いたし
ます。終了後、同ビーチにて昼食＆懇談を予定して
います。皆様、暑さ対策を万全にしてご参加下さい。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
夜間例会（観月会）のお知らせ
日時 １０月１３日（木） 18：30～20：30
場所 ホテルコレクティブ４F プールサイド予定
会費 ３０００円（会員・ご家族・ゲスト）
※お楽しみ抽選会を行いますので、お一人１品の景
品提供をお願い致します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
第３回 RYLR セミナーのお知らせ
期日 2023 年 2 月 23 日（木）～26 日（日）
場所 沖縄県国頭村「やんばる学びの森」
募集人員 27 名（沖縄 7 名）
募集期間 2022 年８月１日～10 月 25 日
応募資格 地区内に居住、勤務または通学する
２０歳～おおむね３０歳の男女
受講料
スポンサークラブが負担します
RYLA （Rotary Youth Leadership Awards）
ロータリー青少年指導者育成プログラム
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
ポリオデーのお知らせ（予告）
実施日 ２０２２年１０月２３日（日） １３時～１７時
『オープニングセレモニー』
・実行委員長・嶋村ガバナーあいさつ
・ロータリアン・賛同者から「ガンバロー」発声
・「沖縄分区コロナ根絶宣言」でスタート
街頭イベント『歌って、語って、ポリオを無くそう』
・那覇東 RC&浦添 RC と合同開催。交通量の多いパ
レットくもじ前広場にてミニコンサートやパネルを展
示。広報と募金活動を行います。
『奇跡の１マイル練り歩き』
・当日は歩行者天国！赤の T シャツを着用し、風船、
チラシを配布しながら国際通りを練り歩きます。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
◆卓話者予告◆
９月２９日
堀 基子様 野菜ソムリエ上級プロ

※9/10 地区大会本会議のクラブ紹介で元気よく手を挙げ
る那覇東メンバー！レディスの皆さんパワフルです！

※地区大会本会議。２年ぶりに賑やかな開催となりました。

※地区大会２次会は東京東 RC 様との交流会。とても楽し
くあっという間に時間が過ぎていきました。東京東 RC 様
のご配慮に大変感激しました！次回はぜひ沖縄で！

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
チャリティーロッタリー報告
9/1 収益金 4,500 円

今年度累計 28,000 円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

9 月は基本的教育と識字率向上月間です
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

